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名 古 屋 市 

  



児童虐待防止推進月間及びオレンジリボンキャンペーン 

 

 

■ 趣 旨 

名古屋市では、平成25年4月に施行された「名古屋市児童を虐待から守る条例」にお

いて、毎年5月と11月を「児童虐待防止推進月間」と定めています。また、毎年11月に

は、厚生労働省及び内閣府の主唱による全国的な「児童虐待防止推進月間」の取り組み

が展開されているところです。 

今年度も、5月には本市独自の取り組みとして、また11月には「オレンジリボンキャ

ンペーン2017」として全国的な活動とも連動しながら、多くの民間団体、公的団体の

協力を得て、児童虐待問題に対する深い関心と理解が得られるよう、広報・啓発の取り

組みを行いました。 

なお、オレンジリボンは民間団体が児童虐待防止のシンボルとしてキャンペーンを実

施し、厚生労働省がこの活動に賛同して普及を呼びかけているものです。 

 

 

■ 概 要 

 
主 催 名古屋市 

 

期 間 

平成29年5月1日（月）～5月31日（水） 

平成29年11月1日（水）～11月30日（木） 

（児童虐待防止推進月間中） 

 標 語 

（11月） 
さしのべて あなたのその手 いちはやく 

 

内 容 

 

１ 市民を対象とした啓発イベント     （ １ページ） 

２ 民間企業の協力による広報・啓発    （ ４ページ） 

３ 子どもに関係の深い機関での広報・啓発 （ ９ページ） 

４ 各種メディアによる広報        （１１ページ） 

５ 各区役所による広報・啓発の取組み   （１３ページ） 

６ その他の取組み            （２２ページ） 
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１ 市民を対象とした啓発イベント 

●オレンジリボンキャンペーン2017 in ナディアパーク 

児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンの普及啓発をとおして、児童虐待

防止をＰＲするイベントを開催しました。 

 

 日 時：平成29年11月3日（金・祝） 午後2時～午後3時30分 

 会 場：ナディアパーク2階 アトリウム 

 参加者：約300名 

 

内容 

（１）谷本 賢一郎コンサート 

 

NHKEテレ「フックブックロー」のけっさくくん役でおなじみの谷本賢一郎さ

んによる親子で楽しめるコンサートを行いました。また、名古屋グランパスのマス

コットキャラクター「グランパスくん」もかけつけ、イベントを盛り上げました。 

   

 谷本賢一郎さん① 谷本賢一郎さん② 

 

  

   

 谷本賢一郎さん③ グランパスくん 
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（２）オレンジリボンたすきリレーゴールセレモニー 

 「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーNagoya2017」として、児童養

護施設職員などが、オレンジリボンをモチーフにした「たすき」をつないで市内を

リレーし、児童虐待防止をＰRしました。 
  

 ＜「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーNagoya2017」概要＞ 

 市内の児童養護施設等を中継地

点として、下記2コースをたすきを

つないで走りました。（名古屋市児

童養護連絡協議会と共催） 
 

○ドラゴンズコース 

守山区～ナディアパーク 

（全6区間 約23㎞） 

○グランパスコース 

緑区～ナディアパーク 

（全8区間 約22㎞） 

○参加者：約120名 

（児童養護施設職員、名古屋市

職員など） 
 

   

 ＜オレンジリボンたすきリレーの様子＞ 
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「ストップ！子ども虐待」オレンジリボンキャンペーン  

～クイズに答えてオリジナルグッズ＆グランパス観戦チケットをゲットしよう！～  

 
「とだがわこどもまつり」において、児童虐待防止に関する簡単なクイズを実施

し、参加者に啓発グッズを配付して児童虐待防止の啓発を行いました。 

  

 

 日 時：平成２９年5月３日（水祝）午前９時00分～正午 

 会 場：とだがわこどもランド 

 参加者：２５２人 

 内 容：児童虐待防止に関する簡単なクイズ 

     （参加者に抽選で名古屋グランパスの観戦チケットをプレゼント） 

  

 ・啓発グッズ（巾着袋）  

 

 

   

 ・啓発グッズ（ノート）  

 

 
表紙 

 
裏表紙 
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２ 民間企業・団体の協力による広報・啓発 

多くの民間企業・団体の賛同をいただいて、以下のような広報・啓発活動を実施し

ました。 

 区分 賛同企業・団体（五十音順・敬称略） 実施内容 

 

百貨店 

中部百貨店協会 

・株式会社近鉄百貨店 

・株式会社ジェイアール東海髙島屋 

・株式会社大丸松坂屋百貨店 

・株式会社丸栄 

・株式会社名古屋三越 

・株式会社名鉄百貨店 

・従業員のオレンジリボン着用 

・懸垂幕の設置 

・店内アナウンスの実施 

・ポスターの掲示 

・子育て相談カード・なごや妊娠

ＳＯＳカードの店頭設置 

（各社取組み内容は異なる） 

 

ドラッグ 

ストア 

日本チェーンドラッグストア協会 

・ウェルシアホールディングス株式会社 

・株式会社ココカラファインヘルスケア 

・株式会社サンドラッグ 

・株式会社スギ薬局 

・株式会社スギヤマ薬品 

・中部薬品株式会社 

・株式会社マツモトキヨシ 

の市内店舗 

・ポスターの掲示 

・子育て相談カードの店頭設置 

・なごや妊娠ＳＯＳカードの 

店頭設置 

（各社取組み内容は異なる） 

 

コンビニ 

・サークルKサンクス 

・セブン-イレブン 

・ファミリーマート 

の市内店舗 

・子育て相談カードの設置 

・ポスターの掲示 

（各社取組み内容は異なる） 

 
理容組合 

愛知県理容生活衛生同業組合加盟の 

市内理髪店 
・リーフレットの掲示 

 
公共交通 

機関 

名古屋市交通局 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

・ポスターの駅構内等への掲示 

 

その他 

企業・団体 

アサヒサンクリーン株式会社 

株式会社壱番屋 

オフィス・パレット株式会社 

特定非営利活動法人かんばす 

株式会社中日エムエス 

有限会社ナゴヤ・ベビーシッター・サービス 

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 

株式会社ポピンズ 

株式会社マザー 

・ポスターの掲示 

・子育て相談カードの店頭設置 

・なごや妊娠SOSカードの店頭 

設置 

（各社取組み内容は異なる） 
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●名古屋グランパスとのコラボによる啓発ポスターの作成 

名古屋グランパスとのコラボによる啓発ポスターを作成し、児童虐待防止及び児

童相談所全国共通ダイヤル１８９（いちはやく）の広報を実施しました。 

 ポスター（Ａ２版） ポスター（Ｂ３横版） 

 
 

 

 

●その他啓発物品の作成 

 ①広報用パンフレット（A4版3つ折り） ②子育て相談カードホルダー 

 

 

 

 ③子育て相談カード  

 

 
外側 

内側 
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＜百貨店等の取組み写真＞ 

 
●株式会社丸栄  ④子育て相談カード・なごや妊娠SOSカ

ードの設置（ベビー休憩室） ⑤従業員のオレンジリボン着用  

    

●株式会社大丸松坂屋百貨店 

 ①懸垂幕の設置 ②従業員のオレンジリボン着用 

 

 

 

  

 ③子育て相談カード及びなごや妊娠SOSカードの設置（各館案内所） 
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●株式会社名鉄百貨店 

 ⑧従業員のオレンジリボン着用  

 

  
  

 ⑨子育て相談カード及びなごや妊娠SOSカードの設置（インフォメーション） 

 

    

●株式会社ジェイアール東海髙島屋 

 ⑥ポスターの掲示（ベビールーム） ⑦従業員のオレンジリボン着用 
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●株式会社名古屋三越（栄店） 

 ⑩懸垂幕の設置 ⑪ポスターの掲示（エスカレーター横） 

 

 

 

 ⑫従業員のオレンジリボン着用  

 

  

 

●株式会社マツモトキヨシ ●株式会社スギ薬局 

⑬ポスターの掲示（薬マツモトキヨシ  

オアシス21店） 
⑭子育て相談カードの設置（スギ薬局 

引山店） 
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３ 子どもに関係の深い機関での広報・啓発 

啓発グッズの配布などを通して、利用者、従事者への広報・啓発を実施しました。 

 区分 か所数 実施内容 

 
保育所 

公立保育所 108 

布製オレンジリボン、広報用パン

フレット、ポスター を配布 

 民間保育所等 481 

 
幼稚園 

市立幼稚園 23 

 私立幼稚園 154 

 

学校 

市立小学校 261 

 市立中学校 110 

 市立高等学校 14 

 特別支援学校 4 

 私立小・中・高等学校 45 

 国立小・中・高等学校 4 

 

公所 

子ども福祉課所管 6 

 児童館 16 

 青少年交流プラザ 1 

 子ども・子育て支援センター 1 

 とだがわこどもランド 1 

 
放課後 

留守家庭児童育成会 166 

 トワイライトスクール等 261 

 

児童福祉

施設 

児童養護施設等 14 

 乳児院 3 

 母子生活支援施設 5 

 児童発達支援センター 5 

 子ども家庭支援センターさくら  1 

 

医療関係 

名古屋市医師会 １ 
名古屋医報11月号に児童虐待防止

推進月間の記事を掲載 

 名古屋市歯科医師会 1,400 

広報用ポスター、パンフレット等を

配布（各機関により異なる） 

 名古屋市薬剤師会 1,150 

 愛知県助産師会 1 

 愛知県看護協会 1 

 市内看護師養成校 4 

 市内歯科衛生士養成校 5   
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区分 

か所数/

人数 
実施内容 

 

その他 

PTA会長会 37５ 
広報用パンフレット及び布製オレ

ンジリボンを各学区会長へ配布 

 

名古屋市社会福祉協議会 16 

・職員のオレンジリボン着用 

・広報用ポスター、パンフレット

の配布 

 

保健環境委員 2,100 

11月の保健環境委員大会におい

て、布製オレンジリボン及びパン

フレットを配布 

 
民生委員児童委員 4,395 

各区民生子ども課から布製オレン

ジリボン及びパンフレットを配布 

 
消防団 16 

消防団会議において、各区代表へ

パンフレットを配布 

 
子ども食堂 31 

スタッフ等向けに布製オレンジリ

ボン及びパンフレットを配布 

 
中学生の学習支援事業 事業者 143 

 子どもの居場所づくりモデル事

業 事業者 
４ 

 
地域子育て支援拠点 30 

 
つどいの広場 9 
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４ 各種メディアによる広報 

（１）新聞広告 

児童虐待防止推進月間に合わせて、4紙に児童虐待防止啓発の広告を掲載しました。

（各紙とも平成29年11月1日、朝刊に掲載） 

①朝日新聞 ②中日新聞 

 

 

③毎日新聞 ④読売新聞 

 

 

 

（２）ホームページ 

5月及び11月の推進月間中、市公式ウェブサイトのトップページに「オレンジリボ

ンキャンペーン」のバナーを表示し、児童虐待防止関連ページへのアクセスを誘導し

ました。 

また、名古屋市子ども・子育て支援センター公式ウェブサイトに「オレンジリボン

キャンペーン2017 in ナディアパーク」の記事を掲載しました。  
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（３）広報なごや 

広報なごや５月号及び11月号の「市政トピックス」に記事を掲載し、児童虐待防止

の啓発を行いました。 

 ①5月号「市政トピックス」 ②11月号「市政トピックス」 

 
  

 

（４）ラジオ 

児童虐待防止推進月間の広報及び「ストップ！子ども虐待」PRイベント、「オレン

ジリボンキャンペーン2017 in ナディアパーク」の告知を行いました。 

ZIP-FM 

番組名：HAPPY LIFE NAGOYA！ 

放送日：10月30日・11月2日 午前10時頃～ 

 

（５）電光ニュース 

明治安田生命名古屋ビル１６階塔屋壁面（中区新栄町）の電光掲示板による電光ニ

ュースを放映しました。（平成29年11月1日～10日） 

 

（６）フリーペーパー 咲楽 

  名古屋市民ニュースのページに記事を掲載し、児童虐待防止の啓発を行いました。 

  11月号 「オレンジリボンキャンペーン2017 inナディアパーク」の広報 

  12月号 児童虐待の現状、相談先についての広報 

 

（７）その他電子媒体 

○なごや子育てアプリNAGOMii（なごみー） 

○名古屋市公式LINE@知っ得情報配信 

○わくわくキッズナビホームページ 

○青少年交流プラザFacebook 
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５ 各区役所による広報・啓発の取組み 

各区役所が独自の企画で、より市民に近い場所で児童虐待防止のＰＲ活動や子育て

支援に関する講座やイベントを開催し、児童虐待防止を呼びかけました。 
 

 区 事項名 実施日・期間 

 

千種 

懸垂幕・のぼりの設置 5月･11月中 

 「あじさいひろば」における啓発 5月･11月中 

 啓発物品の配布 5月、6月、11月中 

 子育て講習会「イライラしない子育て」の開催 6月15日 

 子育て講習会「イライラしない子育て」3 回連続講座の開催 11月13日、20日、27日 

 啓発物品の作成 1月中 

 

東 

懸垂幕・のぼりの設置 5月･11月中 

 モニター・庁内放送でのPR 5月･11月中 

 子育てサロン、乳幼児健康診査会場での啓発活動 5月･11月中 

 「イライラしない子育て講座」支援者講習会 5月22日、11月27日 

 第 1 回ニコニコ子育て広場の開催 6月29日 

 第 2 回ニコニコ子育て広場の開催 10月25日 

 大型スーパーでの啓発活動 11月30日 

 

北 

行政情報モニターにて啓発活動 5月･11月中 

 庁内アナウンスでの啓発活動 5月･11月中 

 ハウジングセンターでの啓発イベント 11月19日 

 イライラしない子育て講座の開催 11月22日 

オレンジリボンツリーの掲示 11月1日～12月25日 

 

西 

オレンジリボン啓発コーナーの設置 5月･11月中 

 子育て講習会の開催 5月31日、11月29日 

 乳幼児健康診査会場での啓発活動 11月7、14、28日 

 大型スーパーでの啓発イベント 11月15日 

 子育て講習会（支援者向け）の開催 11月30日 

 

中村 

区役所玄関における広報・啓発活動 5月中 

 

子育てサロンにおける児童虐待防止の啓発など 

5月2日、8日、9日、11日、16日、

18日、25日 

 11月2日、6日、7日、9日、14日、

16日、21日 

 子育て緊急連絡先一覧の作成 11月中 

 児童虐待防止啓発用ベスト及びネックストラップの着用 11月中 

 オレンジリボンツリーの設置 11月中 

 子育て支援者のための研修会 11月21日 

 イベント「子育てわいわいひろば」での啓発活動 11月28日 

 

中 

電子広告ディスプレイによるPR 5月･11月中 

 のぼりの設置 5月･11月中 

 街頭啓発活動 5月23日、11月9日 

 オレンジリボンツリーの設置 11月中 

 子育て支援者向け講座の開催 11月9日 

 スター・ペアレンティング講座の開催（3 回コース） 11月14日、21日、28日 
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 区 事項名 実施日・期間 

 

昭和 

懸垂幕・のぼりの設置 5月･11月中 

 液晶ディスプレイでの啓発 5月･11月中 

 主任児童委員連絡会研修会の実施 5月18日 

 子育て講演会の開催 11月7日 

 イライラしない子育て講座の開催（3 回コース） 11月20日、27日、12月18日 

 

瑞穂 

オレンジリボンの着用 5月･11月中 

 懸垂幕・のぼりの設置 5月･11月中 

 親支援プログラム（ノーバディーズ・パーフェクト）の実施 9月21日～11月2日 

 親支援プログラム（赤ちゃんがきた！）の実施 10月11日～11月2日 

 オレンジリボンツリー設置 11月1日～12月25日 

 映画「ずっと、いっしょ。」上映会＆制作関係者講演会 11月1日 

 庁内広報ディスプレイを活用した啓発 11月中 

 区内での啓発活動（区内大学とのタイアップ） 11月8日、11月10日 

 

熱田 

啓発のぼりの設置 5月･11月中 

 熱田区子育て交流会「あつたっ子ひろば」での啓発活動 5月19日 

 親支援講座の開催（758キッズステーション共催事業） 10月24日、31日、11月7日、14日  

 オレンジリボンモニュメントの掲示 11月中 

 オレンジリボンツリーの設置 11月中 

 啓発用マスクの作成 11月 

 大型スーパーでのキャンペーンの実施 11月21日 

 熱田区子育て交流会「あつたっ子ひろばmini」での啓発活動 11月30日 

 

中川 

区役所・支所での映像ディスプレイ及びオレンジリボンツリ

ーによる広報・啓発 
5月･11月中 

 
親支援講座（フレッシュママの子育て入門）の開催 

6月5日、26日 

 10月2日、16日、1月15日、29日 

 子育て交流イベントでの啓発活動 6月28日、10月25日、1月30日 

 区内大型施設での広報活動 10月6日、26日、11月7日 

 中川区オレンジリボンキャンペーン2017 映画鑑賞会「彼ら

が本気で編むときは、」 
11月24日 

 親支援講座（スターペアレンティング講座）の開催 2月～3月 

 

港 

看板・懸垂幕・のぼりの設置 5月･11月中 

 子育て応援講座の開催（758キッズステーション共催講座） 5月30日、11月8日 

 2017みなと子育てサロンにおける啓発活動 9月6日 

 南陽地域ふれあいまつりにおける啓発活動 10月28日 

 子どもあんちょこ（区独自啓発物品）の作成 11月中 

 オレンジリボンツリーの設置 11月中 

 港区民まつりにおける啓発活動 11月3日 

 港区子ども虐待防止講演会 11月11日 

 

南 

窓口のカウンターに啓発コーナー設置 5月･11月中 

 電子掲示板によるPR 5月･11月中 

 南区出張子育てサロンみつばちの開催 5月9日 

 わくわく子育てまつり2017 6月10日 

 スターペアレンティング講座の開催 10月5日、19日、11月2日、16日 

 南区出張子育てサロンみつばちの開催 11月14日  
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 区 事項名 実施日・期間 

 

守山 

懸垂幕、のぼり旗、パネル、メッセージボード等の設置 5月･11月中 

 市政広報映像配信システムでの広報 5月･11月中 

 名札ストラップの着用 5月･11月中 

 
親支援プログラム講座の開催 

5月13日、20日、27日 

 11月10日、17日、24日 

 

子育てイベントにおける啓発活動 

5月11日、12日、6月6日、26日 

 10月26日 

 11月1日、2日、10日、11日、30日 

 

緑 

「みどり親育ちのがっこう」29年度前期チラシの配布 配布期間 4月～9月 

 「みどり親育ちのがっこう」29年度後期チラシの配布 配布期間 9月～3月 

 庁内広報ディスプレイを活用した啓発 5月･11月中 

 虐待防止の案内等を支所窓口で配布 5月･11月中 

 親支援講座「Nobody's Perfectプログラム～完璧な親なんてい

ない！～」の開催 

5月24日、31日、6月7日、14日、

21日、28日 

 
親支援講座「たたかない どならない 子育て」の開催 

5月26日、6月2日、9日、16日、

23日、30日 

 親学関連講座「どならない子育て～しつけのポイント、知って

いますか？～」の開催 

10月31日、11月7日、15日、 

21日、28日、12月5日 

 親支援講座「あかちゃんのがっこう～子育てってたのしいな

～」の開催 
11月21日、28日、12月5日、12日  

 イベントにおける啓発物品の配布 11月9日、11日 

 

名東 

区役所内での広報及び啓発活動 5月･11月中 

 関係機関との連携強化 9月～11月 

 子育て応援講座（スターペアレンティング）の開催 11月1日、8日、15日、22日 

 すくすくメイト子育てふれあい広場での啓発活動 11月10日 

 

天白 

地下鉄駅での啓発 5月1日 

 かぼっちを用いた啓発活動 5月中 

 子育てサロンでの啓発活動 5月中 

 行政情報モニターにて啓発活動 5月･11月中 

 かぼっちぬいぐるみを用いた啓発活動 5月･11月中 

 のぼり旗の設置 5月･11月中 

 
区長お出迎えにて啓発活動 

5月1日、8日、15日、22日、29日 

 11月6日、13日、20日、27日 

 親向けプログラム(コモンセンスペアレンティング講座)の開催  5月11日、18日、25日 

 スーパーでの啓発 11月1日 

 大きなオレンジリボン設置 11月中 

 子育て講演会の開催 11月3日 

 親向けプログラム（スターペアレンティング講座）の開催 11月9日、16日、30日   
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≪各区の独自取組み写真≫ 

●千種 

 懸垂幕の設置 「あじさいひろば」における啓発 

 

 

 

 
●東 

 第1回ニコニコ子育て広場の開催 大型スーパーでの啓発活動 

   

 

●北 

 ハウジングセンターでの啓発イベント イライラしない子育て講座の開催 
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●西 

 オレンジリボン啓発コーナーの設置 大型スーパーでの啓発イベント 

 

 

 

 

●中村 

 イベント「子育てわいわいひろば」での啓発活動  オレンジリボンツリーの設置 

   

 

●中 

 電子広告ディスプレイによるPR スター・ペアレンティング講座の開催 
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●昭和 

 のぼりの設置 子育て講演会の開催 

 

   
●瑞穂 

 区内での啓発活動(区内大学とのタイアップ) オレンジリボンツリー設置 

 

 

 
 

●熱田 

 オレンジリボンモニュメントの掲示 親支援講座の開催(758ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ共催事業) 
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●中川 

 映画鑑賞会「彼らが本気で編むときは、」 区内大型施設での広報活動 

    
●港 

 懸垂幕の設置 南陽地域ふれあいまつりにおける啓発活動  

  

 

 
●南 

 出張子育てサロンみつばちの開催（5月） 窓口のカウンターに啓発コーナー設置 
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●守山 

 来庁者等に対するオレンジリボンのPR 親支援プログラム講座の開催 

 

 

 

 

●緑 

 
親支援講座「たたかない どならない 子育

て」の開催 

親支援講座「あかちゃんのがっこう～子育て

ってたのしいな～」の開催 

   
 

●名東 

 区役所内での広報及び啓発活動（5月、11月） 
子育て応援講座「スターペアレンティング」

の開催 
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●天白 

 地下鉄駅での啓発 大きなオレンジリボン設置 
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６ その他の取組み 

（1）新小学校１年生と保護者向けリーフレットの配布 

市立小学校に入学した新１年生とその保護者へ、児童虐待に関する基本的な知識

及び相談先を示したリーフレットを配布しました。 

 

（２）コラボリボンツリーの設置 

オレンジリボン（児童虐待防止）とパープルリボン（DV防止）のコラボリボンツ

リーを市役所本庁舎、西庁舎及び東庁舎の各玄関付近に設置し、来庁者にリボンを

つけていただきました。（平成29年10月31日～11月30日） 

 

 

（３）市長会見パネルの設置 

市長会見用パネルをオレンジリボンのデザインにし、広く市民に啓発を実施しま

した。（平成29年5月2日～5月29日、10月24日～11月9日） 

 

（４）本庁舎正面玄関の看板設置 

市役所本庁舎正面玄関車寄せ上に、児童虐待防止を呼びかける標語の看板を掲出

しました。（平成29年5月12日～30日、11月1日～8日、１6日～29日） 

 

（５）市職員のオレンジリボンバッジ又はリボン等の着用 

課長級以上の職員がオレンジリボンバッジを着用しました。 


